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西日本豪雨に対するお見舞い 

 このたびは西日本豪雨により被災された皆様、
並びに、ご家族の皆様に心からお見舞い申し上げ
ます。 

 今なお避難されている皆様、復旧作業に従事
されている皆様の安全と被災地の一日も早い復
旧を心からお祈り申し上げます。 

 また、本日の台風で新たな被害が出ないことを
深く願います。 

平成30年7月28日 

虎の門病院輸血部 

牧野茂義 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して 

国家公務員共済組合連合会 

虎の門病院輸血部 

牧野茂義 
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赤十字血液シンポジウム 

COI 開示 
“チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して” 

虎の門病院輸血部 

牧野茂義 
演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業はありません 
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血液製剤はどこまで安全になったのか＜ 
• 献血制度の開始 

• 日赤による問診強化と絶え間ない安全対策 

適正輸血の推進のためには何が必要か＜ 
• 科学的根拠に基づいた血液製剤の使用ガイドラインの作成 

• 「血液製剤の使用指針」と各ガイドラインの周知徹底 

安全な輸血療法の実施のための輸血管理・実施体制
の構築 
• 「輸血療法の実施に関する指針」の遵守 

• 輸血管理料と輸血適正使用加算 

• 学会認定・臨床輸血看護師の役割 

多職種による輸血チーム医療の重要性 
• 「輸血チーム医療に関する指針」の普及 

• 『輸血医療チーム』の役割 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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安全で適正な 
輸血療法の実施 

血液製剤はどこまで安全になったのか＜ 

適正輸血の推進のためには何が必要か＜ 

安全な輸血療法の実施のための輸血管理・実施体制の構築 

多職種による輸血チーム医療の重要性 

目標 対策 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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目標 対策 

血液製剤はどこまで安全になったのか＜ 

 適正輸血の推進のためには何が必要か＜ 

 安全な輸血療法の実施のための輸血管理・実施体制の構築 

 多職種による輸血チーム医療の重要性 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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輸血の歴史 
年代 報告者 出来事 

古代エジプ
ト・ローマ 王侯貴族が血液の浴槽で病気の治療、捕虜の生血を若返りの妙薬として飲用 

1616年 W Harvey 「血液循環論」 出血すれば循環血液が減少し、輸血をすれば救命され得る 

1667年 JB Denys 4人の病人に仔羊の血液を輸血 その副作用（全身苦悶・血尿等）を報告 

1828年 J Blundell 分娩時大出血産婦10人に人血輸血し、半数が好成績とThe Lancet誌に報告 

1901年 K Landsteiner ABO式血液型の発見 その功績を評価され、1930年ノーベル医学賞受賞 

1914年 L Agoteほか 血液抗凝固剤クエン酸ナトリウムの開発 保存血の普及（近代輸血の幕開け＝） 

1919年 後藤七郎、塩田広重 国内で初めて重症貧血患者に輸血を実施する（子宮出血患者、膿胸患者） 

1930年 浜口首相狙撃事件 大量の輸血を行い救命 輸血医療の有効性が広まる 

1940年 A Wiener Rh式血液型の発見。アカゲザル(Rhesus monkey)血球で免疫したウサギ血清で凝集 

1956年 厚生省 「採血及び供血あっせん業取締法」（採供法）施行 

1964年 ライシャワー事件 
E Reischauer駐日米国大使が襲われ大腿を刃物で刺され大出血。大量輸血で救命する
も輸血後肝炎に罹患した。この事件を契機に日本赤十字社を中心とする献血制度が閣議
決定された。 

1974年 輸血用血液製剤のすべてを献血で確保する体制の確立 

1980年代 輸入非加熱凝固因子製剤による血友病患者へのHIV感染 

1990年 有料採血の完全廃止。民間製薬会社による有料採血の中止。 

2003年 厚労省 
「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保等に関する法律」（血液法）施行 
改正薬事法では生物由来製品の安全確保対策に係る規定が施行 

近
代

輸
血

医
療

の
始

ま
り
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米国駐日大使 ライシャワー氏刺傷事件 

1964年(昭和39年) 3月24日 
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総献血量と献血者数の推移 
日本赤十字血液センター1966～2016年 

400ml献血 
成分採血開始 

献
血
制
度
の
確
立 献

血
制
度
の
開
始 

4,841,601人 

8,696,105人 

1,915,888L 

＊日赤の血液事業年度報のデータより自分で作成 
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本邦における血液事業 

国内医療施設 

7 ブロックセンター 

66血液センター 

献血者 
自発的無償献血 

・・・・ 

日本赤十字社血液センター 
 ・採血事業 

 ・輸血用血液製剤の製造・販売 

日本血液製剤機構 
(JB) 

原料血漿 

民間事業者（2社） 
 ・血漿分画製剤の製造、輸入 

輸入血漿/輸入製剤 

海外 
無償または有償採血 

血漿分画製剤 

中間原料 

遺伝子 
組換え 
製剤 

2012年6月設立 輸血用 
血液製剤 

卸売販売業者 

100%献血由来 

• 血液事業部会 
• 運営委員会 
• 安全技術調査会 
• 適正使用調査会 
• 献血推進調査会 

卸売販売業者 

 厚労省 
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特定生物由来製品の分類 

輸血用血液製剤 血漿分画製剤 

採血国 日本 日本、 海外（米国、ドイツなど） 

採血方法 献血 献血、 非献血 

製造方法 ヒトの血液由来 ヒトの血液由来 遺伝子組換え製剤 

主な製品 
赤血球液 

濃厚血小板 
新鮮凍結血漿 

アルブミン製剤 
免疫グロブリン製剤 

各種凝固因子製剤など 

＊日本の輸血医療は献血制度で成り立っており、国内の輸血用血液製剤は、100%国内 
   献血由来の製剤である。しかし、血漿分画製剤の一部は、海外からの輸入製剤が含ま 
    れている。 
＊さらに、最近では遺伝子組換え凝固因子製剤が増加しており、これは海外からの輸入 
    に頼っている。 
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62.8 

0 20 40 60 80 100

乾燥濃縮人C1-アクチベーター 

乾燥濃縮血液凝固ⅩⅢ因子 

インヒビター製剤 

乾燥抗D人免疫グロブリン 

抗破傷風人免疫グロブリン 

抗HBs人免疫グロブリン 

組織接着剤 

アルブミン 

血液凝固第Ⅷ因子製剤 

乾燥濃縮人血液凝固Ⅸ因子 

人免疫グロブリン 

人ハプトグロビン 

乾燥濃縮人活性プロテインC 

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ 

トロンビン 

乾燥人フィブリノゲン 

国内自給率(%) 

平成19年度 平成28年度 

血漿分画製剤の国内自給率 
厚生労働省；平成29年 血液事業報告資料より作成 

国内自給がほぼ達成できている 

B型肝炎ワクチン追加接種プログラム（H26年度） 

58.4 
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輸血療法の目的と適応 

輸血療法の主な目的は、血液中の赤血球などの細胞成分や凝
固因子などの蛋白質成分が量的に減少又は機能的に低下した
時に、その成分を補充することにより臨床症状の改善を図ること
にある（補充療法） 

輸血療法には一定のリスクを伴うことから、リスクを上回る効果が
期待される場合に必要最低限の血液製剤を使用し、過剰な投
与は避ける。 

使用血液製剤の原則・有害反応予防対策 
成分輸血・・・・・・・・必要な血液成分のみを補う 

高単位製剤・・・・・・感染症や免疫反応などの有害反応を減らすため 

放射線照射製剤・・輸血後移植片対宿主病予防 

白血球除去製剤・・抗体産生や感染症予防、および発熱などの有害 

              反応防止のため 

初流血除去製剤・・細菌汚染予防 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

輸血のリスクとは・・・ 

リスク 輸血関連の有害事象 

生の血液 感染症（細菌、HBV、HCV、HIV、HEV、梅毒、トリパノソーマ等） 

他人の血液 
(臓器移植の一種) 

同種免疫反応 
 溶血性反応・・・・・不適合輸血、検査ミス等 
 非溶血性反応・・・発熱、蕁麻疹、アナフィラキシー、TRALI等 
 輸血後GVHD (緊急時の未照射血使用) 

ヒトの関与 過誤輸血（患者血液の取り違え等） 
ヒヤリ・ハット：検査・輸血手順のミス、速度のミス：TACO 

その他 
鉄過剰症(赤血球製剤の頻回投与時)、高K血症(赤血球製剤の
急速・大量投与時)、低Ca血症等 

血栓症(TTP、HIT患者に血小板輸血実施時） 

★★★ 
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●本人確認 
●健康診断（問診票の保管期間30年間） 

●検査履歴の参照 

●検体保管 
 1996年9月～（保管期間11年間） ●血清学的検査 

〔HBs抗原,HBc抗体,HCV抗体,HIV-1/2抗体,HTLV-1抗体, 
梅毒TP抗体, ﾋﾄﾊﾟﾙﾎﾞB19抗原〕 

●核酸増幅検査〔HBV-DNA,HCV-RNA,HIV-RNA〕 

 （2014年8月より個別NAT導入） 

原料血漿 

●初流血除去(2006年) 

●放射線照射(1998年） 

●新鮮凍結血漿の貯留保管 
 （６ヶ月間保管） 

医療機関 
 

  患者※ 

●貯留保管（６ヶ月間保管） 

プール血漿 
●ウイルスの除去・不活化 

●核酸増幅検査 

●遡及調査 
●感染症報告 

※生物由来製品感染等被害救済制度 

●自己申告 

●献血後情報 

●国家検定 

献血者 

 献血血液  

日本赤十字社の安全対策 

薬事・食品衛生審議会安全技術調査会資料より引用・一部修正 

●保存前白血球除去(2004年) 

 血漿分画製剤*  

＊日本血液製剤機構、日本製薬株式会社、化学及血清療法研究所の３社で製造 

●洗浄血小板(2016年） 

輸血用血液 

●男性由来FFP240(2011年） 
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全血採血用5連バッグシステム 

白血球に伴う副作用防止のた
め、保存前にフィルターによる白
血球除去を行う 

放射線照射15～50Gy 

保存前白血球除去 

細菌汚染防止のた
め、血管を穿刺して
流れてくる最初 
の25mlを除去する 

NATを含む種々の 
検査に用いる 

初流血除去 

赤血球保存液添加 
(6週間保存可能) 

長期冷蔵保存 

MAP液 
M:マンニトール 
A:アデニン 
P:リン酸塩など 

CPD液（血液保存液） 
C:クエン酸 
P:リン酸 
D：ブドウ糖など 

貯留保管：6カ月 

成分採血装置 
(Trima Accel等） 
にも白血球除去シ
ステムは組み込まれ
ている 

17G針 
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AIDS発症 

輸血後感染症の推移 

肝
炎
発
症
率
（
％
） 
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年次 

HBs抗原検査 
導入1972年(14.3%) 

400ml採血と 
成分採血を実施(8.7%) 

売血時代(50.9%) 

ライシャワー 
事件(1964年) 
→献血制度の 
閣議決定 

HBc抗体検査とHCVの 
C100-3法開始 

HCV発見(1989) 

HCVのPHA・PA法 
導入(0.48%) 

HBV,HCV 500プール 
NAT導入 

50プールに変更 

20プールに変更 
(0.0007%) (0.001%) 

献血開始 
1969年 

献血時代(16.2%) 

HBV発見 
1968年 

移行期(31.1%) 

1974年 輸血用血液製剤を 
全て献血由来で確保 

1990年 有償採血の 
完全廃止 

年次 HBV HCV HIV HEV 細菌 

2011年 13 0 0 検査開始 1 

2012年 6 0 0 4 1 

2013年 6 1 1 1 1 

2014年 0 0 0 4 0 

2015年 0 0 0 3 2 

2016年 1 0 0 3 1 

2017年 1 0 0 4 3 

個別NAT導入(2014) 

2010 2015 

厚生労働省医薬食品局血液対策課：平成26年版血液事業報告より引用（一部修正） 

E.Reischauer米国大使 

日赤 輸血情報 http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd より作成 

http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd
http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd
http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd
http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd
http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd
http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd
http://www.jrc.or.jp/mr/news/pdf/輸血情報_1707-154.pd
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保存前白血球除去操作の効果 
Yanagisawa R, et al: Factors related to allergic transfusion reactions and febrile non-haemolytic 
transfusion reactions in children. Vox Sanguinis 2016 Jan 25. doi: 10.1111/vox.12373. 
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全輸血関連有害反応 発熱性非溶血性有害反応 アレルギー性輸血関連有害反応 
（製剤あたり） 

（＊） 

（＊） 

（＊） 
（＊） (**) 

 * p<0.001 
**P<0.01 

***p<0.05 

(***) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2004/10/25 PC-LR供給開始              （2010/2/5正式にラベル変更） 

2006/10/26 初流血除去(Diversion)開始               

年次 

C LR LR/D 
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輸血後GVHD 
輸血によるGVHD予防のための血液に対する放射線照射 

ガイドラインⅤ 
1. 輸血後GVHDの原因と危険因子 

1. HLA一方向適合(HLA one-way match) 
 非血縁者間におけるHLA一方向適合は数100回に一回だが、血縁者間では､同一HLAを共有していることが多くHLA一

方向適合率は極めて高い 

2. 免疫不全状態 
 免疫低下患者の場合、供血者リンパ球が排除できないために輸血後GVHDを発症しやすい 

3. その他の発症が多い条件 
 ①外科手術（特に心臓血管外科手術、担癌症例、重篤な外傷例、急性の大量出血例） 、②高齢者(80%以上が

65歳以上）、 ③初回輸血例 

4. 発症リスクの高い輸血用血液 
 ①新鮮血、 ②採血後14日までの血液 、③FFPを除くすべての輸血用血液 

2. 輸血後GVHDの予防 
1. FFPを除くすべての輸血用血液に対して放射線照射（15～50Gy) 

2. 院内採血輸血や血縁者からの輸血の回避 

3. 新鮮血輸血の回避 

4. 自己血輸血の推進 

5. 輸血後GVHD予防のための院内体制の整備 

3. 今後の課題 
1. 血液上清カリウム上昇 

2. 緊急輸血時の対応（院内体制の整備） 

（2009年1月会告） 

＊2000年以降放射線照射済みの血液製剤での輸血後GVHD発症の報告はない 
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保存前白血球除去全面開始 
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輸血に伴う有害事象 

感
染
性 

ウイルス 遅発型 B型、C型、E型肝炎ウイルス、HIV、HTLV-Iなど 

細菌その他 
即時型 敗血症（ショック） 

遅発型 梅毒、マラリア、シャーガス病など 

非
感
染
性 

溶血性 
免疫性 

即時型 ABO不適合輸血（過誤輸血を含む） 

遅発型 ABO以外(不規則抗体)の血液型不適合輸血 

非免疫性 即時型 過熱血・過冷血輸血、加圧輸血 

非溶血性 

免疫性 
即時型 

発熱、悪寒、蕁麻疹、アレルギー反応、ショック、
アナフィラキシー反応 
輸血関連急性肺障害、輸血後GVHDなど 

遅発型 輸血後紫斑病、血小板輸血不応 

非免疫性 
即時型 

低カルシウム血症、高カリウム血症 
輸血関連循環過負荷、低体温、空気塞栓 

遅発型 輸血後鉄過剰症 

＊太字は輸血関連インシデントとして発生する可能性のあるものを示す 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

目標 対策 

 血液製剤はどこまで安全になったのか＜ 

適正輸血の推進のためには何が必要か＜ 

 安全な輸血療法の実施のための輸血管理・実施体制の構築 

 多職種による輸血チーム医療の重要性 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
（血液法）の概要  

 
 

 

血液製剤の  
 ・安全性の向上 
 ・安定供給の確保 
 ・適正使用の推進   

法律の目的を拡大 

①血液製剤の 
  安全性の向上  
 
②献血による 
   国内自給の原則、   
   安定供給の確保 
 
③適正使用の推進                
 
④血液事業運営に   
   係る公正の確保と 
   透明性の向上        

 
基本理念にのっとり、 
【国】 安全性向上・安定供給確保に関
する基本的・総合的施策の策定・実施                        
【地方公共団体】 献血に関する住民の
理解、献血受入を円滑にするための措置                
【採血事業者】 献血受入の推進、安全
性向上・安定供給確保への協力、献血
者等の保護  
【製造・輸入業者等】 安全な血液製剤
の安定的・適切な供給、安全性向上のた
めの技術開発と情報収集・提供 
【医療関係者】 適正な使用、安全性に
関する情報収集・提供                       

血液事業の運営指針となる 

基本理念を設定 
血液事業に携わる 

関係者の責務を明確化 

国民の 
保健衛生の向上 

2003年7月施行 

厚労省医薬食品局 
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日赤からの輸血用血液製剤供給量 
日本赤十字血液センター1993～2016年 
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少子高齢化が進み献血可能人口が減少する 

内閣府：平成29年版高齢社会白書より引用 
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血液製剤の安定供給のための施策 
献血推進（献血推進計画・需給計画） 
• 若年者への献血の協力呼びかけ ・ 献血年齢の拡大 
• 複数回献血の推進 ・400ml採血推進 

適正輸血のさらなる徹底（血液製剤使用ガイドライン作成・指針の改訂） 

自己血輸血の推進・自己フィブリン糊の利用 
代用療法 
• エリスロポエチン製剤の適応拡大（がん化学療法後の貧血） 
• フィブリノゲン製剤の適応拡大（大量出血時の希釈性凝固障害） 
• クリオプレシピテート製造（FFP480より院内作製） 

廃棄血削減 
• 病院内および病院間での血液製剤の転用（運搬式血液保冷庫利用） 

• 血液製剤の使用期限延長 
• 小規模医療施設における輸血管理体制の整備 
• 合同輸血療法委員会の活動の活発化 

再生医療を利用した血液製造 
• iPS細胞を用いた血小板生成 
• ES細胞を利用した赤血球生成など 

人工赤血球（ヘモグロビン小胞体） 
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血液製剤の適正な使用に関する事項（第九条第七） 

一．血液製剤の適正使用の推進 
– 医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、その適正な使用を一層推進する必要が

ある。また、医療関係者に対する教育や研修等、様々な機会を通じて働き掛けていくことが
重要である。 

– 国は「血液製剤の使用指針」や「輸血医療の実施等に関する指針」を医療機関に示してき
たところであるが、医療機関における血液製剤の使用状況等について報告を求め、定期的に
評価を行うなど、適正使用の推進のためのより効果的な方法を検討するものとする。 

二．院内体制の整備 
– 医療機関においては、血液製剤を用いた医療が適正になされるよう、院内の血液製剤を管

理し、使用するための体制を整備することが重要である。このため、国及び都道府県等は、そ
のような医療機関に対し、様々な機会を通じて院内における輸血療法委員会、責任医師の
任命及び輸血部門の設置を働き掛けるものとする。 

三．患者等に対する説明 
– 医療関係者は、それぞれの患者に応じて血液製剤の適切な使用に努めることが重要であり、

患者又はその家族に対し、適切かつ十分な説明を行い、その理解と同意を得るよう努める
ものとする。 

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（基本方針） 

厚労省医薬食品局 

厚労省告示第207号 平成15年5月19日 
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★特定生物由来製品について医療機関・  
薬局が行うこと 

医療関係者は、特定生物由来製品を使用する際には、製
品のリスクとベネフィット（効果、利益）について患者（又は
その家族）に説明を行い、理解を得るようにして下さい。 

薬事法第６８条の７ （使用における説明と理解） 

特定生物由来製品を使用した場合の情報を記録し、医
療機関で使用日から少なくとも20年間保管します。 

薬事法第６８条の９ （記録の作成、保管） 

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律:薬機法) 
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★★★輸血実施時の説明と同意(インフォームド・コンセント) 

輸血療法の必要性(科学的根拠に基づいた適応) 

使用する血液製剤の種類と使用量 

輸血に伴うリスク 

副作用・生物由来製品感染等被害救済制度と
給付の条件 

自己血輸血の選択肢 

投与記録の保管と遡及調査時の使用 

感染症検査と検体保管 

その他、輸血療法の注意点 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

科学的根拠に基づいた血液製剤の使用ガイドライン 

文献検索期間 検索対象文献数 一次選択文献 引用文献数 

赤血球製剤 1995-2014 9,345 978 46 

血小板製剤 1995-2014 7,871 975 76 

新鮮凍結血漿 1995-2014 2,759 588 32 

アルブミン製剤 1972-2014 3,059 310 93 

 推奨の強さ 
 「１」：強く推奨する 
 「２」：弱く推奨する 
 エビデンスの強さ 
 A（強）：効果の推定値に強く確信がある 
 B（中）：効果の推定値に中程度の確信がある 
 C（弱）：効果の推定値に対する確信は限定的である 
 D（とても弱い）：効果の推定値がほとんど確信できない 

日本輸血・細胞治療学会 
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科学的根拠に基づいた赤血球製剤使用ガイドライン 

病態 
エビデンス
レベル 

トリガーHb値
(g/dl) 

1 鉄欠乏性、ビタミンB12欠乏性などによる貧血 2C (-) 

2 自己免疫性溶血性貧血 2C 4～6 

3 妊婦の貧血 2D 4～6 

4 再生不良性貧血、骨髄異形成症候群などによる貧血 2D 6～7 

5  消化管出血における急性期貧血 1A 7 

6 重症または敗血症患者の貧血 1A 7 

7 腎不全による貧血 2C 7 

8 周術期貧血 1A 7～8 

9 固形癌化学療法などによる貧血 2D 7～8 

10 造血器腫瘍化学療法、造血幹細胞移植治療などによる貧血 2C 7～8 

11 心疾患、特に虚血性心疾患を伴う、非心臓手術における貧血 2C 8～10 

12 人工心肺使用手術による貧血 1B 9～10 
推奨の強さ 

「1」：強く推奨する 
「2」：弱く推奨する 

エビデンスの強さ 
A（強）：効果の推定値に強く確信がある 
B（中）：効果の推定値に中程度の確信がある 
C（弱）：効果の推定値に対する確信は限定的である 
D（とても弱い）：効果の推定値がほとんど確信できない ＊トリガー値；輸血の適応となる基準値 
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赤血球輸血トリガー値の調整 

トリガー値を上方修正を考慮 下方修正を考慮 

• 急性出血（急激な骨髄抑制など） 

• 貧血症状が強い（労作時動悸・息
切れ、浮腫など） 

• 心疾患（人工心肺使用手術による
貧血を含む） 

• 肺機能障害 
• 脳循環障害 
• 血液製剤の入手が困難（地域、

時期など） 

• 高齢者 

• 慢性貧血（骨髄不全例） 

• 経過が緩徐で、貧血症状が無いも
しくは軽い（妊婦の慢性貧血など） 

• 溶血性貧血で輸血によって悪影響
が予想される 

• 若年者 
 

8～10 7～８ 7 6～7 4～6 

＊Hb7g/dlをトリガー値として臨床症状を加味しながら、赤血球輸血を実施することが 
 多いが、病態によっては、それよりも高めで輸血を開始することや、逆に低いHb値でも 
 経過をみて輸血を控えることがある。 
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CQ 項目 推奨度 トリガー値（/μl) 

1 がん、造血器悪性腫瘍、造血細胞移植時の血小板輸血 
1) 成人急性白血病の寛解導入時 
2) 自己造血細胞移植時 
3) 同種造血細胞移植時 
4) 急性前骨髄性白血病 

① 化学療法開始時・分化症候群合併時 
② DIC合併時 
③ 病態が安定した時 

• 出血グレード2、凝固異常を伴う肝障害、DIC合併 
非寛解（不安定）急性白血病、発熱時、活動性感染症 
抗凝固療法中、血小板消費亢進病態、CV挿入前など 
• 出血グレード3 

 
2C 
2C 
2C 

 
1万 
1万 
1万 
(2～5万) 
5万 
3万 
1万 
 
2万 
 
5万 

2 造血不全における血小板輸血 
• 血小板消費亢進病態 
• ATG治療中 

2D 0.5万* 
1万 
2万 

科学的根拠に基づいた血小板製剤の使用ガイドライン 
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CQ 項目 推奨度 トリガー値（/μl) 

3 血小板減少を呈する処置・手術における血小板輸血 
1) CVカテーテル挿入時 
2) 腰椎穿刺 
3) 外科手術 
• 抜歯時 
• 骨髄穿刺、気管支鏡検査、針生検、内視鏡検査など 

 
2D 
2D 
2D 
 
 

 
2万 
5万 
5万 
1万 
未表示 

4 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)における血小板輸血 
• 予防的投与は適応無し 
• 活動性出血や手術時は効果は限定的 

 
2C 
 

 
未表示 
未表示 

5 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)における血小板輸血 
• 予防的投与は避けるべきである 

 
2C 

 
未表示 

6 ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)における血小板輸血 
• 予防的投与は避けるべきである 

 
2C 

 
未表示 

7 免疫機序による血小板輸血不応状態時の血小板輸血 
• CCIが低値の場合は抗HLA抗体を測定し、陽性であれ

ばHLA適合血小板を用いる 

 
1C 

 
未表示 

8 活動性出血時の目標血小板値 2D 5万 

科学的根拠に基づいた血小板製剤の使用ガイドライン 

TPO受容体作動薬 
・ルストロンボパグ 

TPO受容体作動薬 
・ロミプロスチム 
・エルトロンボパグ 
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ルストロンボパグ投与による血小板数の推移 

投与期 
観血的 
手技 

4 8 12 16 20 24 28 32 （日） 

血
小
板
数 

0 

2 

1 

36 

10 

5 

4 

3 

観測時点 

0 

（×104/µL） 

6 

7 

8 

9 中央値（四分位範囲） 

プラセボ群の血小板輸血実施患者（n=41）a) 

ルストロンボパグ®3mg群の血小板輸血回避患者（n=38） 

a）プラセボ群のうち1例は観血的手技前の血小板輸血実施可否を判断する前に試験を中止し血小板輸血
をしなかったが，輸血回避率の集計では回避されなかった症例として扱った。 

血小板数の推移 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

血小板輸血を受けたTTP、HIT、ITP患者における 
血栓症と死亡の関係 

Goel R,et al: Blood. 2015;125(9):1470-1476 

TTP HIT ITP 

動脈血栓症のリスクが 
3.4～5.8倍増加する 

死亡のリスクが 
2.0～5.2倍増加する 
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血小板輸血不応状態 

血小板輸血不応状態とは、血小板輸血を行っても、種々の要因により血小
板数の増加を認めない場合を指す。その機序は免疫性と非免疫性がある。 

不応答の機序 頻度 原因と病態 1時間後のCCI 24時間後のCCI 

免疫性機序 20% 
抗HLA抗体(>95%) 
抗HPA抗体(<5%) 

自己抗体(不明) 
著しく低下 低下 

非免疫性機序 80% 
出血・発熱 

感染症・脾腫 
DIC・薬剤など 

ほぼ正常 低下 

CCI (補正血小板増加数）＝ 
血小板増加数(/μl) x 体表面積 (m2) 

輸血血小板総数 (x1011) 

CCI (1時間値)  ≧ 7,500/μl （但し、外来などで急いで効果を判定したい場合は輸血後10分値を測定する） 
CCI (24時間値)≧ 4,500/μl 
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血小板輸血不応時の対応 

ABO式血液型一致のPC２

回投与が無効＊(CCI値で評価) 

非免疫性血小板不応の原

因がないか検索 

抗HLA抗体の検索 

抗HPA抗体の検索 

原因に対して治療 

・HLA一致血小板輸血 
・産生されている抗HLA抗体に関係のない 

  HLAタイプの血小板輸血 

HLA/HPA一致血小板輸血 

HLA/ABO一致血小板輸血 

症例毎対応 

あり 

なし 

なし 

あり 

HLAタイプ検索 

無効 

HPAタイプ検索 

なし 

継続 

継続 

継続 

奏
功 

奏
功 

奏
功 

＊補正血小板増加数(CCI) = 
輸血血小板増加数(/μl)ｘ体表面積(m2) 

輸血血小板総数(x1011) 

1時間後CCI≧7500/μl、24時間後CCI≧4500/μｌ 

・重症感染症、脾腫、DIC、活動性出血、TTP、薬剤起因性など 
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科学的根拠に基づいた新鮮凍結血漿の使用ガイドライン 
病態 レベル 

1 凝固因子の補充 

a 複合型凝固障害 

肝障害・・・複数の凝固因子活性低下で出血傾向のある場合 2C 

L-アスパラギナーゼ投与関連・・・アンチトロンビンの補充など併用 - 

播種性血管内凝固(DIC)・・・原因の除去とヘパリンによる抗凝固療法 - 

大量輸血時（希釈性凝固障害）・・・FFP:RBCを1:1～2.5で投与 2C 

b 濃縮製剤のない凝固因子欠乏症・・・凝固第Ⅴ、ⅩⅠ因子欠乏症 - 

c クマリン系薬剤（ワルファリンなど）効果の緊急補正・・・基本はビタミンK補充 推奨されない 

２ 血漿因子の補充 

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)及び溶血性尿毒症症候群(HUS)に対する
FFPを用いた血漿交換療法 

1B 

3 不適切な使用 

①循環血漿量減少の改善と補充、②タンパク質源としての栄養補給 
③創傷治癒の促進、④終末期患者への投与、⑤予防的投与 

＊大量の輸血を要しない手術や外傷の場合、慢性肝疾患、肝硬変、慢性肝炎(2B)など、重症熱傷(2B)に
おける感染予防、急性膵炎(2C)に対してのFFPの予防的投与は推奨しない. また重症感染症の治療、人工
心肺使用時の出血予防なども適応とはならない 
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Massive Transfusion Protocol (MTP) 

 大量出血による急性凝固、止血障害発生のメカニズム 

① 大量出血症例は、初期から組織因子の流入による消費性
凝固障害やトロンビンートロンボモジュリン反応などによる線
溶亢進が起こる 

② 循環動態改善を優先し、赤血球輸血や人工膠質液の大
量投与が行われるために、ますます希釈性、消費性凝固障
害を増悪させる 

③ 出血性ショックやそれに伴う低体温、アシドーシスなどが、さら
に凝固障害、血小板機能異常を増悪させる 

 大量出血による急性凝固・止血障害予防のために、      
先制的にRBC:FFP:PC=1:1:1で早期から投与する     
輸血療法によって救命率を上げようとするもの 

  （血小板製剤の供給が難しい場合はRBC:FFP=1～2:1で対処する） 

ここがポイント＝ 
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大量出血時の輸血療法 
クリオプレシピテート フィブリノゲン濃縮製剤 

長 

所 

1. 容量が少なく、溶解も速やかで、短時間で投
与できる（FFP 480が約30-40ml） 

2. FFPとして保険請求できる 
 

1. ウイルス不活化がされており、安全性が高い 
2. 容量が少なく（1g=50ml/本）、短時間

で投与できる 
3. フィブリノゲン含有量が一定であり、投与量

が明確である 
4. 有効期限が2年以上と長い 
5. 血液型選択の必要がない 

短 

所 

1. 日赤からの供給がなく、各施設で作製する必
要がある 

2. 作製に2～4日かかり、大量供給は不可能 
3. ウイルス不活化処理がされていない 
4. フィブリノゲン含有量が一定しない（FFP 

480製剤で0.5～1.0g） 
5. 高価である（フィブリノゲン3g=約10万円、場合

によっては保険査定を受け病院負担となる） 

6. 有効期間が最大6ヵ月と短い 
7. 血液型選択の必要がある（同型かAB型） 

1. 後天的低フィブリノゲン血症に対して保険適
応がない（薬剤費は病院負担） 

2. 溶解にやや時間がかかる（15～20分） 

そ
の
他 

院内同種クリオプレシピテート作製マニュアルは、学会誌
に投稿され学会HP上にアップされている 

後天性低フィブリノゲン血症に対する適応拡大を国に
提案している 

価
格 

FFP480：23,617円 濃縮フィブリノゲン製剤：25,214円/g 

山本晃士：術中大量出血時の輸血療法 臨床輸血ガイド（文光堂）より引用/一部改訂 
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推奨度 高張アルブミン製剤 等張アルブミン製剤 

推奨する 

 肝硬変 
① Ⅰ型肝腎症候群 
② 特発性細菌性腹膜炎 
③ 大量の腹水廃液 
④ 難治性腹水の管理 

 凝固因子の補充を必要としない治
療的血漿交換療法（希釈使用） 

 凝固因子の補充を必要としない治
療的血漿交換療法 

 他の血漿増量剤が適応とならない
病態 

通常は使用しない 

 難治性の浮腫、肺水腫を伴うネフ
ローゼ症候群 

 低蛋白血症に起因する肺水腫ある
いは著明な浮腫 

 出血性ショック 
 重症熱傷 
 重症敗血症 
 循環動態が不安定な体外循環 
 血漿循環量の著明な減少（妊娠

高血圧症候群や急性膵炎など） 
 人工心肺を使用した心臓手術 
 くも膜下出血後の血管攣縮 

不適切な使用 
 周術期の循環動態の安定した低アルブミン血症 
 蛋白質源としての栄養補給 
 末期患者 

禁忌  頭部外傷（脳虚血） 

日本輸血・細胞治療学会が科学的根拠に基づいて作成した 

アルブミン製剤の使用ガイドライン 

科学的根拠に基づいたアルブミン製剤の使用ガイドライン」作成のお知らせ. 日本輸血細胞治療学会誌61(3);巻末3-22,2015 
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血液製剤の使用指針 

はじめに 

I. 血液製剤の使用のあり方 

II. 赤血球液の適正使用 

III. 自己血輸血について(新規追加) 

IV. 血小板濃厚液の適正使用 

V. 新鮮凍結血漿の適正使用 

VI. アルブミン製剤の適正使用 

VII.新生児・小児に対する輸血療法 

おわりに 

＊平成29年3月末 12年ぶりの大改定＝平成30年3月一部改定 

＊学会作成のガイドラインを引用して指針改定が実施された 

（平成30年3月一部改定） 

是非、臨床の先生方には熟読して頂きたい 
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血液製剤の使用基準の遵守状況 

血液製剤の適正使用推進のために行った具体的な取り組み 

血液製剤使用実態調査結果より作成 
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目標 対策 

 血液製剤はどこまで安全になったのか＜ 

 適正輸血の推進のためには何が必要か＜ 

安全な輸血療法の実施のための輸血管理・実施体制の構築 

 多職種による輸血チーム医療の重要性 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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輸血療法の適正化に関するガイドライン 

要点 
• 輸血は補充療法であり、効果と危険性の比較のもと

に行うこと 
• 輸血は患者への適切な説明と患者の同意のもとに

行うこと 
• できるだけ少数の献血者から得られた成分製剤を使

用すること 
• 交差適合試験、手術時の血液準備、緊急ないし

大量輸血時の注意 
• 輸血実施の方法ならびに副作用モニターの義務 
• 輸血部および輸血療法委員会の設置 
• 輸血責任医師の任命 
• いわゆる枕元輸血の原則禁止 

（厚生省健康政策局長通達1989年） 
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    認定医制度 

目的：安全にして効果的な輸血の発展と普及を目指し，
輸血医学の基礎および臨床に関する知識と実践力を備えた
医師を育成すること 

運営：日本輸血･細胞治療学会 認定医制度審議会 

設立：1992年（平成4年） 

今年の受験申請：2018年6月1日～7月31日 

• 試験日：2018年11月24日（土） 

• 試験会場：日本赤十字社辰巳ビル 

• 試験：筆記、実技、口頭試験 

• 認定発表：2018年12月 

• 認定医数：504名 
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過誤輸血の原因の分類と当事者の職種 
原因 件数 ％ 看護師 医師 検査技師 事務員 薬剤師 不明 

患者検体の取り違え 4 2.4 2 2 

血液型判定ミス 25 15.1 17 9 

血液型のコンピュータへの誤入力 1 0.6 1 

母子手帳の母親の血液型を記入 1 0.6 1 

カルテに血液型を誤記入 5 3.0 1 1 

ベッドの血液型の誤記入 1 0.6 1 

輸血依頼伝票への血液型の誤記 14 8.4 3 11 

輸血依頼伝票の血液型の確認ミス 2 1.2 2 

血液センターへの発注ミス 1 0.6 1 

添付ラベルへの血液型の誤記 2 1.2 2 

添付ラベルの取り違え 1 0.6 1 

カルテの血液型の確認ミス 8 4.8 1 6 1 

バッグの取り違え 71 42.8 47 25 2 2 2 1 

患者の取り違え 19 11.5 17 2 

不明 11 6.6 7 2 1 1 

合計（件数） 166 100 78 72 18 3 2 2 

（割合%) 44.6% 41.1% 10.3% 1.8% 1.1% 1.1% 

柴田洋一、他：ABP型不適合輸血実施調査の結果報告. 日本輸血学会雑誌46(6):545-564,2000 

1995年～1999年 
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    認定輸血検査技師制度 

目的：輸血に関する正しい知識と的確な輸血検査により、
輸血の安全性の向上に寄与することのできる技師の育成 

協議会：認定輸血検査技師制度協議会          
日本輸血･細胞治療学会、日本臨床検査同学院、日本臨床 
衛生検査技師会、日本臨床検査医学会の４団体 

設立：1995年（平成4年） 

今年の受験申請：2018年1月10日～31日 

• 指定施設研修：2018年4月～6月 

• 合同研修会：2018年6月9日、10日 

• 一次試験：2018年6月 二次試験：2018年8月 

• 認定発表：2018年9月～10月 

• 認定輸血検査技師数：1,458名 
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輸血療法の実施に関する指針 

輸血業務全般(輸血検査と製剤管理を含む)についての

十分な知識と経験が豊富な臨床(または衛生)検査技

師が輸血検査業務の指導を行い、さらに輸血検査は検

査技師が24時間体制で実施することが望ましい。 

輸血療法の実施に関する指針(1999年、2005年、2009年） 

厚労省医薬食品局 

輸血担当検査技師の配置 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

過誤輸血の推定頻度 

年代 
ABO過誤輸血発生数

（推定） 
背景 

1980年頃 
700～1000件 

（死亡 150～200人） 
医師による夜間検査（大学病院） 

1990年後半 
30～50件 

（死亡 ～10人） 
認定輸血検査技師制度開始 
夜間も技師による輸血検査へ 

2000年前半 
10～30件 

（死亡 ～5人） 

認定輸血検査技師制度の普及 
看護師に輸血教育の必要性 

（学会認定・臨床輸血看護師制度） 

大戸斉：全医療人で達成する良質な輸血医療.平成25年度 
広島県合同輸血療法研修会 平成26年2月15日より引用 
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輸血管理体制の変遷 

通達・法規と実施年 
輸血療法の適正に
対するガイドライン 

1989年 

血液製剤保管 
管理マニュアル 

1993年 

輸血療法の実施
に関する指針 

1999年 

血液法 
(基本方針） 

2003年 

輸血管理料 
施設基準 
2006年 

総論 

医療機関内の複数の
部署が関わるため、次
のような一貫した業務
体制をとることが望まし
い 

適正な輸血が行える
よう「輸血療法の適正
化に関するガイドライ
ン」に示された“望まし
い輸血の管理体制”に
基づいて輸血療法委
員会と専門の輸血部
門を設置して集中的
に一貫した輸血業務
を遂行することが望ま
しい 

輸血療法を行う場合
には、各医療機関のあ
り方に沿った管理体制
を構築する必要がある
が、医療機関内の複
数の部署が関わるので、
次のような一貫した業
務体制をとることが推
奨される 

医療機関においては、
血液製剤を用いた
医療が適正になされ
るよう、院内の血液
製剤を管理し、使用
するための体制を整
備することが重要で
ある。 

輸血管理を行うにつき十
分な体制が整備されてい
ること。当該医療機関内
に臨床検査技師が常時
1名以上配置されている
こと。 
輸血療法委員会が設置
され、年6回以上開催さ
れるとともに、血液製剤
の使用実態の報告がな
される等、輸血実施にあ
たっての適正化の取組が
なされている。 

輸血部門の設置 ● ● ● ● ● 

輸血責任医師の任命 ● ● ● ● 

輸血療法委員会の設置 ● ● ● ● ● 

輸血担当技師の配置 ● ● 

検査技師による輸血検
査24時間体制 ● ● （望ましい） （必須） 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

輸血管理料と輸血適正使用基準(2006) 

輸血管理体制の「施設基準」 輸血管理料Ⅰ 輸血管理料Ⅱ 

輸血責任医師配置   専任 ○ 

輸血担当検査技師配置   専従 専任 

輸血業務の一元管理 輸血用血液製剤 ○ ○ 

  アルブミン製剤 ○ × 

輸血検査の24時間体制   当直体制 ○ 

輸血療法委員会 年6回以上開催 ○ ○ 

輸血副作用監視体制   ○ ○ 

指針*の遵守   ○ ○ 

輸血適正使用基準 

FFP/MAP ＜0.8 ＜0.4 

Alb/MAP ＜2.0 ＜2.0 

保険点数 200 70 

＊指針とは「輸血療法の実施に関する指針」および「血液製剤の使用指針」を指す 
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輸血管理体制の「施設基準」 輸血管理料Ⅰ 輸血管理料Ⅱ 

輸血責任医師配置   専任 ○ 

輸血担当検査技師配置   専従 専任 

輸血業務の一元管理 輸血用血液製剤 ○ ○ 

  アルブミン製剤 ○ × 

輸血検査の24時間体制   当直体制 ○ 

輸血療法委員会 年6回以上開催 ○ ○ 

輸血副作用監視体制   ○ ○ 

指針*の遵守   ○ ○ 

保険点数 220 110 

輸血適正使用基準 輸血適正使用加算Ⅰ 輸血適正使用加算Ⅱ 

FFP/MAP {全FFP-血漿交換で使用したFFP/2}/（RBC＋自己血） ＜0.54 ＜0.27 

Alb/MAP （全Alb-血漿交換で使用したAlb）/（RBC＋自己血） ＜2.0 ＜2.0 

保険点数 120 60 

＊指針とは「輸血療法の実施に関する指針」および「血液製剤の使用指針」を指す 

但し、臨床輸血看護師
に関する文言は含まれ

ていない 

輸血管理料と輸血適正使用基準(2016) 
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輸血管理料取得状況 
輸血管理料ⅠもしくはⅡ取得施設の割合(2016) 

輸血管理料から輸血適正使用加算を分けた 
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輸血管理体制の整備状況（施設規模別） 
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輸血管理料取得と血液製剤使用状況 

2016年度血液製剤使用実態調査結果より作成 

国内の血液製剤の約9割は輸血管理料取得施設で使用されている 
つまり、輸血管理体制が整備された施設で使用されている（はず） 
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輸血療法委員会の目的と役割 
目的 
• 安全かつ適正な輸血療法を実践するために、輸血療法に関わる関係者が協力して、血液

製剤の適正使用などの問題を調査、検討、審議する。 

構成メンバー 
• 輸血療法委員会のメンバーは病院管理者および輸血療法に携わる各職種（医師、看護

師、臨床検査技師、薬剤師、病院事務担当者等）および医療安全対策委員会の代表
者から構成される。 

検討事項 
1) 輸血療法の適応決定 

2) 血液製剤使用適正化の推進 

3) 血液製剤の診療科ごとの使用状況の把握(廃棄血の状況とその削減対策を含む) 

4) 輸血用血液検査項目とその検査方法及び精度管理 

5) 輸血開始時の安全確認の方法 

6) 症例検討を含む適正使用推進の方法 

7) 輸血療法に伴う有害事象(インシデント事例を含む)の把握と防止対策 

8) 輸血関連情報の伝達(国の指針や学会のマニュアルの周知徹底等) 

9) 自己血輸血の実施方法(自己フィブリン糊作製を含む) 

10)合同輸血療法委員会等と連携し、血液製剤の施設規模別使用量や廃棄率などの病院
間比較を定期的に実施 
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院内の輸血療法委員会の設置状況 

平成28年度血液製剤使用実態調査結果より作成 
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輸血療法委員会設置と血液製剤使用状況 
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血液製剤の廃棄率 

血液製剤使用実態調査結果より作成 
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赤血球使用状況と廃棄率 

平成28年度血液製剤使用実態調査結果より作成 
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輸血管理および実施体制の整備 
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    学会認定・臨床輸血看護師制度 

日本輸血･細胞治療学会は、臨床輸血に精通し安全な輸血
に寄与することのできる看護師の育成を目的として、日本血液
学会、日本外科学会、日本産科婦人科学会、日本麻酔科
学会の協力、及び日本看護協会の推薦を得て、学会認定・
臨床輸血看護師制度協議会を発足させ、協議会はこの制度
を導入する。 

 

• 設立：2010年5月 
• 第9回申請募集期間：2018年6月1日～7月31日 

• カリキュラム委員会の定めた講習会：11月3日（土） 

• 筆記試験：11月4日（日） 

• 病院研修（研修指定施設）：2019年1月～3月 
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学会認定・臨床輸血看護師の配属状況による血液使用状況 

平成28年度血液製剤使用実態調査結果より作成 
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学会認定・臨床輸血看護師が行っている業務 

学会認定・臨床輸血看護師が配属後に改善されたこと 

学会認定・臨床輸血看護師の役割 

血液製剤使用実態調査結果より作成 
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学会認定・臨床輸血看護師の役割 

使用血液100万バッグ当たりの過誤輸血件数 臨床輸血看護師とヒヤリ・ハット報告施設の関係 

 学会認定・臨床輸血看護師制度が設立された2010年の前5年間と後5年間における使用血液100万バッグ当たりの 
   平均過誤輸血件数は、やや減少傾向を示している。 
 学会認定・臨床輸血看護師は配属されている施設では輸血に関するヒヤリ・ハット報告施設が多い。 
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「輸血」関連事例の報告件数 

医療事故 
事例 

ヒヤリ・ハット事例
情報 

ヒヤリ・ハット 
発生件数情報 

2010年 15 223 3,090 

2011年 7 197 4,348 

2012年 7  191 4,195 

2013年 10 190 3,425 

2014年  10 190 4,390 

2015年 10 156 4,871 

2016年 ８ 144 5,126 

（財）日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」より引用 
 ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業 
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ハインリッヒの法則 

 重大な事故というものは、軽微な事故を防いでいれば発生しないものであり、軽微な事
故はヒヤリとするような事故を防いでいれば発生しないものであるということ。 

1件の 
重大な事故 

29件の軽微な事故 

300件のヒヤリとするような事故 

←軽微な事故を全力で防いでいれば、 
  重大な事故までは発生しない 

←ヒヤリとするような事故を防げば、 
  軽微な事故は発生しない 

＊輸血関連のインシデント・アクシデント（～レベル3a）の内容や背景因子を 
 解析し、施設全体で対策を立てて再発防止に努めることが、重大な輸血事故を 
 発生させない最も良い近道である。 

たとえば 

過誤輸血 
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過誤輸血報告件数 
2010～2016年輸血業務に関する詳細調査より作成 

2010年～2016年 
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過誤輸血の原因 
2010～2016年輸血業務に関する詳細調査より作成 

過誤輸血件数=97件/7年間 
         ⇒14～15件/年 
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過誤輸血報告例 
2010～2015年輸血業務に関する詳細調査より作成 
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誤った患者への輸血 
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輸血実施手順 

輸血前の患者観察 
– 体温、血圧、脈拍、酸素飽和度(SpO2)、再度血液型適合の確認 

輸血施行時の観察 
– 開始後5分間はベッドサイドを離れず､患者の一般状態の観察やバイタル

サインの測定などを行う（即時型溶血反応は直後から出現する） 

– 開始5分後にベッドサイドを離れる際には、もう一度血液型を確認する 

– 輸血開始から10～15分までは、急性副反応の発生を抑えるため、輸血
速度は1ml≒20滴程度/分で調整する 

– 開始後15分が経過したらアレルギー症状がないか再度患者状態を観察
し、異常がなければ輸血速度を指示に合わせて調整する 

– その後も発熱、蕁麻疹、頭痛などのアレルギー反応が起こる場合があるの
で、定期的（15～30分ごと）に観察する 

 

輸血終了時および終了後 
– 終了後も呼吸障害(TRALI、TACOなど）や細菌感染症などの症状に

注意する 
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ABO血液型不適合輸血時の輸血量と予後 

≦50ml >50ml 

ABO不適合輸血患者数 12 36 

生存者 12 100% 30 83% 

死亡者 0 0 6 17% 

症状や徴候を示さなかった患者数 9 75% 13 36% 

症状もしくは徴候を示した患者数 3 25% 23 64% 

急性溶血性輸血反応 3 100% 16 70% 

腎不全 0 0 10 43% 

ショック 1 33% 3 13% 

DIC 0 0 3 13% 

Janatpour KA, et al. Clinical outcomes of ABO-incompatible RBC transfusions. Am J Clin Pathol 2008;129:276-281 

＊輸血開始5分および15分後の観察が重要な一つの理由は、万が一不適合輸血が 
実施されても、早期に気づけば救命できる可能性が高いからである。 
＊ABO不適合輸血の場合、輸血開始5～15分以内に、発熱・悪寒、悪心・嘔吐、輸血 
部位の疼痛、腹痛、背部痛、頻脈、ヘモグロビン尿などの症状が出現しやすい。 
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“輸血の安全対策は製造元の日赤から 
使用側の医療施設に移行した＝” 

血液製剤 患者/医療関係者 

病原体混入 

HBV、HCV 
HEV、HIV 
細菌など 

適正使用の推進 
TACO 
過誤輸血 
鉄過剰症 
高K血症に伴う 

不整脈・心停止など 

アレルギー反応 
血小板輸血不応 
TRALI 
不適合輸血 
輸血後GVHDなど 

（日赤） （医療機関） 

田所憲治：日本の血液事業と血液の安全性 第63回日本輸血・細胞治療学会総会総会長講演より引用 

＜免疫反応＞ ＜投与法・対応の問題＞ ＜感染症＞ 
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目標 対策 

 血液製剤はどこまで安全になったのか＜ 

 適正輸血の推進ためには何が必要か＜ 

 安全な輸血療法の実施のための輸血管理・実施体制の構築 

多職種による輸血チーム医療の重要性 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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安全で適正な 
輸血療法の実施 

血液製剤の安全対策 

適正使用の推進 

輸血管理体制の整備 

輸血チーム医療 

目標 対策 

 血液製剤はどこまで安全になったのか＜ 

 適正輸血の推進ためには何が必要か＜ 

 安全な輸血療法の実施のための輸血管理・実施体制の構築 

多職種による輸血チーム医療の重要性 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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血漿分画製剤 
・院内採用 
・出入庫管理 
・患者説明 
・副反応報告 

輸血管理および実施体制の整備 

輸血療法委員会 

診療部門 輸血部門 

医師 輸血療法の決定 •輸血責任医師の任命 
•輸血担当検査技師の配置 
•輸血業務の一元管理 
•輸血検査の24時間体制 
•有害事象報告の収集 

輸血療法全般に 
関する検討 

患者 

ＩＣ取得 輸血 

血液製剤の請求 

副反応発生報告 

血液製剤の搬出 

血液製剤の発注 血液製剤の供給 

副反応報告 輸血関連情報の提供 

日本赤十字血液センター 

輸血の実施・管理 看護師 

薬剤部門 

IC取得 

血漿分画製剤企業 

（学会認定・臨床輸血看護師） 

情報提供 副反応報告 

情報提供 

血漿分画製剤の使用状況報告 
血漿分画製剤の採用検討 
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チーム医療 

チーム医療とは 
– 医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専

門性を前提に、目的と情報を共有し、業務を分担しつつも互
いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療
を提供すること 

チーム医療を推進するには 
① 各医療スタッフの専門性の向上 

② 各医療スタッフの役割の拡大 

③ 医療スタッフ間の連携・補完の推進 

医療機関間の役割分担・連携の推進 

必要な医療スタッフの確保、いわゆる認定制度
の確立 

厚生労働省；チーム医療の推進について(チーム医療の推進に関する検討会 報告書) 平成22年3月19日より作成 
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輸血チーム医療に関する指針 

日本輸血・細胞治療学会ホームページ 掲載(2017年12月27日)「輸血チーム医療に関する指針策定タスクフォース」により作成 
http://yuketsu.jstmct.or.jp/wp-content/uploads/2017/12/787520f58e91975cfa77f1a3c641b96c.pdf 

2017年12月末 学会HPに掲載 「輸血チーム医療に関する指針」策定タスクフォースにより作成 
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★輸血チーム医療における臨床輸血看護師の役割 

輸血療法の専門性を持つ専ら輸血療法に関わる常勤看護
師は、学会認定・臨床輸血看護師の資格を有していること 

輸血療法委員会や医療安全対策委員会などに参加し、ベッ
ドサイドにおける輸血医療の安全性を確保するための体制作
りを行うこと（不適合輸血の回避、輸血の接続から輸血中の観
察、輸血関連有害事象の発見など） 

看護師対象の輸血研修を計画的に実施すること（地域にお
ける他院の看護師の輸血教育・指導も含む） 

各部門における輸血教育への支援を行うこと 

不適切な輸血オーダーに対する医師への助言 

輸血医療チームの輸血巡視に加わる 

日本輸血・細胞治療学会ホームページ 掲載(2017年12月27日)「輸血チーム医療に関する指針策定タスクフォース」により作成 
http://yuketsu.jstmct.or.jp/wp-content/uploads/2017/12/787520f58e91975cfa77f1a3c641b96c.pdf 



平成30年赤十字血液シンポジウム 

2018.7.28 

輸血医療チーム 

「輸血医療チーム」は輸血医療に専門性を持つ医師、看護師、
臨床検査技師、薬剤師などで構成される 

輸血関連有害事象発生時には、「輸血医療チーム」が輸血医
療の現場スタッフと共に、事実関係を明らかにし、再発防止に努
める 

「輸血医療チーム」は、院内巡視（監査）を年1回以上（適
宜）行い、安全で適正な輸血医療を指導・教育する 

輸血療法委員会と共同で必要に応じて、院内研修会・勉強会
を企画･実施する 

輸血医療チームは周辺地域の輸血医療の発展にも寄与する
（合同輸血療法委員会への参加など） 
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認定医療従事者と赤血球使用状況 
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輸血療法委員会および輸血医療チームの役割 
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輸血検査技師による輸血実施時のベッドサイド業務 

輸血用血液製剤の搬送 
– 病棟・手術室への輸血用血液製剤の適切な搬送と保管管理 

ベッドサイドでの患者・製剤確認および電子認証 
– 医師・看護師または臨床検査技師で製剤および患者確認 

– 輸血専用ルートの確保と混注注意 

輸血開始5分間の有害事象確認業務 

輸血関連有害事象出現時の対応 
– 有害反応出現時の迅速な対応・必要検査のコメント 
（但し、臨床検査技師がベッドサイド業務を行う際は、法的に認められている医療行為から逸脱
しないよう細心の注意を払いながら業務に当たる） 

– 輸血後感染症検査や血清フェリチン値測定のタイミングのアドバイス 

医師とのコミュニケーション 
– 輸血検査や適正使用に関するコメント 

– 緊急出血時や大量出血時の輸血の適応・タイミングの相談 

輸血巡視(監査)：輸血医療チームのメンバーとして 

前田岳宏、他：輸血専任技師による病棟・臨床支援のこころみ. 医学検査66;435-438,2017 
本田昌樹、他：臨床検査技師による輸血実施時のベッドサイド業務. 医学検査66;387-391,2017より作成 

思い切って、 
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チーム医療において輸血検査技師に期待すること 
輸血療法委員会 

輸血医療チーム 

輸血部門 

輸血検査技師 

輸血実施部門(病棟・外来・手術室) 

薬剤部門 

患者 

Hb値の維持 
止血・凝固能の最適化 
術中出血量の低減 

医師・・・輸血考慮・・PBM 
               ↓ 
      輸血決定・・適正輸血 

看護師・・・輸血準備・実施 

輸血検査採血 
輸血データ確認 
輸血製剤受取・管理 
輸血セット・ルート確認 
患者認証・実施 
患者観察 

(マニュアル・指針遵守) 

大量出血時・・・・麻酔科医・看護師・輸血部門で 
           情報共有し輸血療法に介入 

外来輸血時・・・輸血業務代行・輸血手帳の説明 
インフォームド・コンセントの介助 

病棟カンファレンスへの参加 
輸血勉強会開催 

24時間技師が輸血検査を行う 
血液製剤の厳重保管と20年間の台帳管理 
輸血同意書を回収し、同意の実践を検証する 
輸血前後の血液検体の保管 
輸血療法および業務マニュアルを作成し実践する 
輸血に関するインシデント収集と速やかな対応 
輸血関連有害事象収集と原因究明 
輸血関連有害事象の対応、報告 
輸血関連情報の収集と院内周知 
輸血療法委員会を事務局として運営する 
職員の輸血教育、適正使用の指導 
臨床支援 

輸血巡視(監査) 
輸血教育 

インフォームド・コンセント
(IC)の介助 

血漿分画製剤使用時 
のIC介助 

不規則抗体検出患者
への説明 

輸血実施 

病
棟
業
務
支
援 

血漿分画製剤の院内
採用 
出入庫管理 
有害反応収集 
投与効果のモニタリング 

輸血認定医 
学会認定・臨床輸血看護師 
認定輸血検査技師 

輸血用血液製剤の出庫 
輸血検査情報の提供 

輸血用検査(血液型、 
クロスマッチ)採血 

貯血式自己血採血・分離・保存・保管 
自己クリオ・フィブリン糊作製 
造血幹細胞採取・分離・凍結・保存 
移植関連検査など 

血液製剤の
情報提供 

輸血関連有害事象収集 

★ ★ ★ 
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チーム医療において輸血検査技師に期待すること 
輸血療法委員会 

輸血医療チーム 

輸血部門 

輸血検査技師 

輸血実施部門(病棟・外来・手術室) 

薬剤部門 

患者 

Hb値の維持 
止血・凝固能の最適化 
術中出血量の低減 

医師・・・輸血考慮・・PBM 
               ↓ 
      輸血決定・・適正輸血 

看護師・・・輸血準備・実施 

輸血検査採血 
輸血データ確認 
輸血製剤受取・管理 
輸血セット・ルート確認 
患者認証・実施 
患者観察 

(マニュアル・指針遵守) 

大量出血時・・・・麻酔科医・看護師・輸血部門で 
           情報共有し輸血療法に介入 

外来輸血時・・・輸血業務代行・輸血手帳の説明 
インフォームド・コンセントの介助 

病棟カンファレンスへの参加 
輸血勉強会開催 

24時間技師が輸血検査を行う 
血液製剤の厳重保管と20年間の台帳管理 
輸血同意書を回収し、同意の実践を検証する 
輸血前後の血液検体の保管 
輸血療法および業務マニュアルを作成し実践する 
輸血に関するインシデント収集と速やかな対応 
輸血関連有害事象収集と原因究明 
輸血関連有害事象の対応、報告 
輸血関連情報の収集と院内周知 
輸血療法委員会を事務局として運営する 
職員の輸血教育、適正使用の指導 
臨床支援 

輸血巡視(監査) 
輸血教育 

インフォームド・コンセント
(IC)の介助 

血漿分画製剤使用時 
のIC介助 

不規則抗体検出患者
への説明 

輸血実施 

病
棟
業
務
支
援 

血漿分画製剤の院内
採用 
出入庫管理 
有害反応収集 
投与効果のモニタリング 

輸血認定医 
学会認定・臨床輸血看護師 
認定輸血検査技師 

輸血用血液製剤の出庫 
輸血検査情報の提供 

輸血用検査(血液型、 
クロスマッチ)採血 

貯血式自己血採血・分離・保存・保管 
自己クリオ・フィブリン糊作製 
造血幹細胞採取・分離・凍結・保存 
移植関連検査など 

血液製剤の
情報提供 

輸血関連有害事象収集 

★ ★ ★ 
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輸血チーム医療における薬剤師の役割 

血液製剤の知識を有し、その管理を行う専任の常勤薬剤師が
配置されており、輸血関連業務（たとえば血液製剤の管理や使
用に関する疑義照会、血漿分画製剤使用時のインフォームド・コ
ンセントなど）を担当すること 

血漿分画製剤の仕入れ・払出しを輸血部門と協力して管理す
ること 

血漿分画製剤の使用時に必要に応じて、原料血漿の採血国
及び献血または非献血の区別を含む各血漿分画製剤の由来
や使用にあたっての注意点などの説明を行うこと 

輸血療法委員会に参加し血漿分画製剤等の説明や使用状況
などを報告すること 

輸血効果のモニタリングと併用薬剤との相互作用の       
意見を具申すること 
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「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図
るための基本的な方針（基本方針）」の改正 

• 第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項 

三 血液製剤の表示 

・・・・・特に血漿分画製剤を取り巻く歴史的経緯や倫理的な観
点から、血液の由来を知りたいと考えている患者が多い。そのた
め、できる限り患者が国内献血由来製剤を選択できる環境を
整備しておくことが望ましい。そのためには、医療関係者がこれら
の説明をしやすくなるよう、例えば、医薬品たる血漿分画製剤
の説明文を用意したり、その説明に薬剤師等を活用するなど、
環境整備を進める必要がある。これらの対応の推進により患者
が血液製剤を選択できる環境を整備しておくことが望ましい。 

 

厚労省医薬食品局 

★ 
★ 
★ 

2013年7月30日施行 
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厚労省からの「血漿分画製剤の国内自給の 
取り組みへの協力依頼」 

厚労省医薬食品局 
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輸血チーム医療に関する診療報酬上の提案（日本輸血・細胞治療学会） 

1. 技術名：輸血管理料の再区分（新設輸血管理料） 

2. 技術の概要：関係学会1)から示された指針2)の要件を満たし、その専門性が担保されている医師、検査技師と看護師3)が常勤し、血
漿分画製剤の説明等4)に薬剤師が配置されることによって、血液製剤の適正使用およびチーム医療として安全な輸血療法が実施され
ている場合に、新設輸血管理料として算定できる。 

3. 対象疾患：輸血が必要な疾患（患者） 

4. 現在行われている治療（技術）との比較：現時点での診療報酬はない。 

5. 診療報酬上の取り扱い：輸血を実施した場合に1症例あたり月1回330点を要望する。 

 提案２：新設輸血管理料（輸血管理料の再区分） 

1) 関係学会とは日本輸血・細胞治療学会を指す 
2) 「指針」とは、日本輸血・細胞治療学会から出されている「輸血チーム医療に関する指針」を指す。 
3) 認定した医師・検査技師・看護師とは、日本輸血・細胞治療学会が認定した認定医・認定輸血検査技師・学会認定・臨床輸血看護師を指す。 
4) 血漿分画製剤の説明とは、原料血漿の採血国および献血または非献血の区別を含む各血漿分画製剤の由来や使用にあたっての注意事項などの

説明を薬剤師等が行うことを示す（血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方針 第八 その他献血及び血液製剤に
関する重要事項 三 血液製剤の表示）。 

 輸血管理料の再区分の提案であるが、それに伴って輸血適正使用加算も3区分にする
考えがあり、アルブミン製剤の適正使用が進んでいる中で、Alb/MAP比2.0⇒1.8程度に
することも提案する（2015年度調査で輸血管理料取得施設の中で、認定医、認定輸
血検査技師、学会認定・臨床輸血看護師が配置されている施設でのAlb/MAP比
=1.74である）。 

 従来の輸血管理料Ⅰ220点に輸血チーム医療加算120点を追加すると340点になる
のに対し、新設輸血管理料は330点に設定する。 
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輸血チーム医療に関する診療報酬上の提案（日本輸血・細胞治療学会） 

 提案：新設輸血管理料（輸血管理料の再区分） 
  

輸血管理料Ⅰ 
（新設） 

輸血管理料Ⅱ 
（旧輸血管理料Ⅰ） 

輸血管理料Ⅲ 
（旧輸血管理料Ⅱ） 

医師の配置 

輸血療法の専門性を持つ専ら
輸血療法に関わる常勤医師(認
定医)が1名以上 

輸血業務全般に関する専
任の常勤医師(現輸血管
理料Ⅰ) 

輸血業務全般に責任を有
する常勤医師(現輸血管
理料Ⅱ) 

臨床検査技師の配置 

・常時配置 
・輸血業務全般の専門性を持つ
専従の常勤臨床検査技師(認
定輸血検査技師)が1名以上 

・常時配置 
・専従の常勤臨床検査技
師が1名以上(現輸血管
理料Ⅰ) 

専任の常勤臨床検査技
師が1名以上(現輸血管
理料Ⅱ) 

看護師の配置 

輸血療法の専門性を持つ専ら
輸血療法に関わる常勤看護師 
(学会認定・臨床輸血看護師)
が1名以上 

    

薬剤師の配置 

・常時配置 
・血液製剤の知識を有し、その管
理を専任で行う常勤薬剤師が1
名以上 

    

一元管理 
輸血用血液製剤及びアルブミン
製剤（加熱人血漿蛋白を含
む） 

輸血用血液製剤及びアル
ブミン製剤（加熱人血漿
蛋白を含む） 

輸血用血液製剤 

診療報酬上の取り扱い 330点 220点 110点 

 従来の輸血管理料２区分（Ⅰ、Ⅱ）を、３区分（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）に増やす 
 関係学会から示された指針の要件を満たし、その専門性が担保されている医師、検査技師と看護師3)が常勤し、 
  血漿分画製剤の説明等に薬剤師が配置されることによって、血液製剤の適正使用およびチーム医療として安全な 
  輸血療法が実施されている場合に、新設輸血管理料（輸血管理料Ⅰ）として算定できる 

整理番号：718101 
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日本輸血・細胞治療学会 倫理規定 

4. 本学会員は、他の領域の医師、看護師、コメディ
カル、福祉、事務部門など関わる全ての職種と協
力して、最善の医療を提供することに努める。  

倫理規定作成タスクフォースによる提案 

 輸血チーム医療とは、『輸血医療に従事する
多職種医療スタッフが、各々の高い専門性を
前提に、安全で適正な輸血の実施のため
に、業務を分担しつつも互いに連携・補完し
合い、患者の状況に的確に対応した医療を
提供すること』と理解されている。 
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安全で適正な 
輸血療法の実施 

血液製剤の安全対策 

適正使用の推進 

輸血管理体制の整備 

輸血チーム医療 

目標 対策 

血液製剤の安全性の向上(日赤、国） 

適正輸血の推進（指針の周知・徹底） 

輸血管理・実施体制の構築(施設全体の取組） 

多職種による輸血チーム医療の重要性 

        チーム医療による 

安全で適正な輸血を目指して ★ ★ ★ 
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ご清聴ありがとうございました 


